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平成22年2月8日の2カ月間（計200時間）
時間／ 8時45分～ 14時55分
講習会場／網走高等技術専門学院（大
曲1丁目6-2）
定員／ 10人
費用／検定料・テキスト代など13,000
円程度
申込方法／ 10月5日～ 11月5日の間に
ハローワーク網走（大曲1丁目1-3）へ
来所し、お申し込みください。
問合先／網走高等技術専門学院
 ☎43-4371

　総務省では、役所、JR・NTT・JTや公
庫・公団などの特殊法人の仕事につい
て、皆さんの苦情や意見・要望をお聞
きし、その解決や実現の促進を図りな
がら行政運営の改善に反映させていこ
うと、行政相談を実施しています。皆
さんからの相談は、総務大臣から委嘱
を受けた行政相談委員が個別に応じま
す。相談は無料で、秘密は守られます。
●定例行政相談
日時／毎週金曜日 9時～ 12時
場所／網走市本庁舎2階市民相談室
●特設行政相談
日時／ 10月21日 9時～ 12時
場所／向陽ヶ丘住民センター

　網走公証役場では、10月1日から7日
までの公証週間にあわせて公証事務休
日相談所を開設します。また、公証週
間中は平日の執務時間も2時間延長（19
時まで）していますので、この機会に
遺言・尊厳死宣言や任意後見・養育費・
賃貸借などの重要契約に関する公証事
務についてお気軽にご相談ください。
　公証役場の相談は年中いつでも無料
で、秘密は守られます。
日時／ 10月3日 9時～ 19時（予約優先）
場所／南6条西2丁目2番地セントラル
プラザ2階　網走公証役場
主な業務／●遺言、任意後見、尊厳死
宣言証書の作成　●養育費、慰謝料、
年金分割証書の作成　●金銭の貸借、
不動産の売買・賃貸借証書の作成
●会社･法人の定款、私文書の認証など。
問合先／網走公証役場 ☎43-1661

　思いがけない事故や病気から自分自
身を守り、急病人やけが人を医師に引
き継ぐまでの応急手当やAEDの操作が
できるよう、その知識と技術を習得し
ます。各講習修了者には「受講証」、検
定合格者には「認定証」を交付します。
日時／●救急法基礎講習＝11月8日
●救急員養成講習（救急法基礎講習検
定合格者のみ）＝11月15日・16日
※時間はいずれの講習も9時～ 17時
場所／北コミュニティセンター
受講対象者／ 15歳以上の方
定員／各講習20人
講習内容／赤十字救急法講習教本によ
る学科・実技講習
受講費用／受講料は無料ですが、教本・
教材代および保険代金として各講習
1,500円が必要です。
持ち物／上履き・筆記用具・実技のし
やすい服装
申込期限／ 10月20日（定員になり次
第締め切ります。）
申込・問合先／社会福祉課庶務係
 （内線336）

　網走市と小清水町にまたがる濤沸湖
がラムサール条約登録湿地となって4
年。両市町の子どもたちに、湖に集う
野鳥と親しむことを通じて交流を深め
湿地保全の大切さを学んでもらおうと、
濤沸湖野鳥観察会を開催します。
　野鳥観察・施設見学・昼食交流会な
ど、さまざまなプログラムを用意して
いますので、参加を希望される方は10
月28日までにお申し込みください。
日時／ 10月31日 8時30分～15時（網走
市役所本庁舎よりバスで移動します。）
対象／高校生以下の児童・生徒、およ
び保護者（小学2年生以下の児童は必
ず保護者同伴のこと）
持ち物／肌を露出しない服装で、帽子・
上着・双眼鏡を携行してください。
参加料／無料（昼食・飲み物は主催者

10月のお知らせ

で用意します。）
定員／35人（定員になり次第締め切り
ます。）
申込・問合先／生活環境課（内線342）

　10月15日から31日までは秋の火災予
防運動期間です。運動期間中は、さま
ざまな火災予防啓発運動を実施してい
ますので、皆さんのご理解とご協力を
お願いします。
命を守る7つのポイント
①寝たばこは絶対にしない　②ガスコ
ンロなどから離れるときは必ず火を消
す　③ストーブの周りに燃えやすいも
のを置かない　④寝具・衣類およびカ
ーテンからの火災を防ぐため防炎製品
を使用する　⑤逃げ遅れを防ぐため住
宅用火災警報器を設置する　⑥火災が
小さいうちに消すため消火器等を設置
する　⑦高齢者や体の不自由な人を守
るため隣近所の協力体制をつくる

　消防署や市の職員が住宅用火災警報
器や消火器を販売・斡旋することはあ
りません。悪質な訪問販売には十分に
注意してください。
問合先／網走消防署予防係 ☎43-9417

日時／ 10月10日 9時（8時30分受付）
会場／レイクサイドパーク・のとろ
パークゴルフ場
対象／ 18歳以上の市民
参加料／無料（プレー代は各自負担）
申込期間／9月15日～30日（定員になり
次第締め切ります。）
申込・問合先／網走消防署内 網走市
少年婦人防火委員会事務局 ☎43-9417

対象／母子家庭のお母さん（児童扶養手
当または生活保護を受給している方）
内容／ウィンドウズ基礎科（パソコン
基礎・ワープロ・表計算）
事前講習日程／土日を除く12月2日～8
日の5日間（計25時間）
訓練期間／土日・祝日を除く12月9日～

講座・お知らせ

赤十字救急法養成講習

母子家庭のお母さんへ
パソコン操作職業訓練講習

濤沸湖野鳥観察会

秋の火災予防運動

悪質な訪問販売に注意を！

防火パークゴルフ大会の開催

19日から25日は秋の行政相談週間

公証事務休日相談所の開設
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　家庭などから出たごみを焼却してい
ませんか？法律の基準に従わない野外
での廃棄物焼却には厳しい罰則が適用
されます。
　野外焼却は、煙・すす・悪臭により
周囲の人に迷惑をかけるだけでなく、
ダイオキシン類や塩化水素などの有害
物質発生の原因となります。
野外焼却Ｑ＆Ａ
Ｑ家庭のごみをドラム缶や簡易焼却炉
で燃やすのは？
Ａ罰則の対象です。家庭のごみは分別
方法に従い、適切に分別して、出しま
しょう。
Ｑ事務所から出る弁当がらや紙くずな
ど、ごく少量のものを簡易焼却炉で燃
やすのは？
Ａ燃やす量にかかわらず罰則の対象で
す。事業者は、事業所から出るごみは
自らの責任で適切な処理業者に処理を
委託してください。
処理基準を満たさない焼却の例／土
場・ドラム缶・簡易焼却炉などでの焼
却がこれに当たります。
廃棄物の焼却禁止違反／ 5年以下の懲
役もしくは1,000万円以下の罰金、また
はこれらの両方が科せられます。
問合先／生活環境課環境対策係
 （内線340）

　町内会清掃やボランティア清掃を実
施する際は次のことに注意して行うよ
う、ご理解とご協力をお願いします。
●地域の清掃活動で出すごみは、「ボラ
ンティア清掃専用袋（無料）」をご利用
ください。ボランティア袋が必要な場
合は町内会や団体単位で申請願います。
●ボランティア袋のごみは、少量であ
ればごみ収集日にごみステーションに
出すことができます。数が多くなる場
合は、八坂ごみ処分場（☎43-6881）に
自己搬入してください。
●集めるごみは、地域に散在するごみ
のみにしてください。
●汚れた資源物を拾った場合は、一般
ごみとしてボランティア袋に入れてか
まいません。

●家庭ごみ・事業系ごみ・粗大ごみ・
産業廃棄物は出せません。
●ボランティア袋を利用せずに自己搬
入する場合は、事前に担当係にご連絡
ください。
●清掃活動に併せて家庭から粗大ごみ
を出す場合は「有料」ですので、ご注
意ください。
※10月の八坂ごみ処分場は、毎日休ま
ず9時から16時まで開場しています。

　清掃活動中に発見した場合は、その
ままの状態を保ち、ご連絡ください。
タイヤ･バッテリー･テレビ･エアコ
ン･洗濯機･冷蔵庫･冷凍庫･パソコン･
消火器･タタミ･プロパンガスボンベ･
ピアノ･オートバイ･自動車･農薬･化
学薬品･スプリングマットレス･スプ
リングソファー･医療系廃棄物･塗料･
廃油･農機具･建築廃材･コンクリート
ブロック･産業廃棄物など
連絡・問合先／生活環境清掃リサイク
ル係（内線233）

　離乳食は「食べる」事の基礎をつく
る大切な食事です。料理の苦手な方で
も簡単に作れる、素材の味を生かした
メニューを紹介します。
日時／ 11月12日 12時30分～ 15時
場所／保健センター
対象／平成21年2月～6月生まれの赤ち
ゃんのいる方
定員／ 25人
内容／調理実習や試食があります。「初

期コース」か「中・後期コース」のど
ちらかを選んでください。
持ち物／エプロン・三角巾・タッパー 5
個・手拭きタオル等
材料費／ 200円
申込期間／ 10月1日～ 11月5日（定員
になり次第締め切ります。）
※託児をご希望の方は、申し込み時に
「託児希望」とお伝えください。託児
は対象のお子さんのみです。
申込・問合先／保健センター ☎43-8450

　教育委員会では、来年度に小学校へ
入学を予定されているお子さんで、教
育上特別な支援を要すると思われるお
子さんについて、専門の先生を交えて
お子さんの心身・言語の状態を早期に
把握し、どのような教育や支援が必要
かを一緒に考える「教育相談会」を11
月に開催する予定です。
　ご家庭での生活や就学についてお悩
みの方で教育相談を希望される方は、
教育委員会までご連絡ください。後日
改めて日程をお知らせします。
申込・問合先／管理課学務係（内線286）

　地場産の鮭を一本丸ごと使った料理
教室を開催します。いくら作りの実演
もありますので、お気軽にお申し込み
ください。
　メニューは当日のお楽しみです。
日時／ 10月8日 10時～ 13時
場所／保健センター 2階調理室
対象／市内在住者
参加料／ 1人600円
持ち物／エプロン・三角巾・おしぼり
定員／ 35人　申込期限／ 10月6日
申込・問合先／保健センター☎43-8450

報情
野外焼却は禁止されています

次のものは収集できません

10月は秋の清掃月間です

子育て・教育

ナチュラルベビークッキング

平成21年度教育相談会の実施

鮭丸ごと料理教室

エコピーからのお知らせ
家庭で使用した食用油を戸別に収集するよ！
　１本からでも収集しますので、お気軽に電話でお申し込
みください。回収した食用油はBDF（バイオディーゼル燃
料）として車の燃料にリサイクルされます。
　詳しくはお問い合わせください。

 問合先／生活環境課清掃リサイクル係（内線233）


